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■ 令和 4年 11月 2日発行　No.079
■ 編集・発行　昭和村役場　総務課　企画創生係
〒 968-0103 福島県大沼郡昭和村大字下中津川字中島 652
 TEL 0241-42-7717　FAX 0241-57-3044（代表）

～村ＰＴＡ連絡協議会主催～

昭和の子どもを語る会

　昭和村 PTA連絡協議会主催の「昭和の子ども
を語る会」を開催いたしますのでぜひおいでく
ださい。
●開催日時　令和 4年 11月 22日 (火 )
　　　　　　14:30～ 16:10
●場　　所　昭和村公民館　ホール

●講　　師　檜枝岐村立檜枝岐小・中学校校長
　　　　　　飯塚 敏明 先生
●内　　容　「小・中一貫教育の現状について」

●申込方法　11月 17日（木）までに昭和中学校
（57-2201）へお申し込みください。

　問 昭和中学校 ☎  57-2201

▲  
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・昭和村地域振興券(令和４年度第2弾)
・昭和の子どもを語る会
・昭和村物価高騰対応緊急助成金の申請について
・診療所からのお知らせ
・「昭和村老人休養ホームしらかば荘」指定管理者の募集について

・法律相談会開催のお知らせ

・昭和学（地元学）講座（兼　文化財講習会）の開催について
・星賢孝氏講演会の開催について
・芸術鑑賞会「わんぱく寄席」の開催について
・「矢ノ原湿原」勉強会について

周知

相談

イベ
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周知
＜電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援＞

昭和村地域振興券(令和４年度第2弾)
　エネルギー・食料品価格等の物価高騰や長期
化している新型コロナウイルス感染症の影響を
受けている住民生活及び地域経済を支援するた
めに、昭和村地域振興券（令和 4年度第 2弾）
を交付いたします。
●交付対象者
　令和 4年 10月 1日時点の住民基本台帳に記
載されている昭和村民
●交付額
　一人あたり 10,000円
●利用期間
　令和 4年 12月 1日（木）から
　令和 5年 2月 20日（月）まで
●交付方法
　令和 4年 11月中に簡易書留により郵送します。
　世帯員の人数分の地域振興券を世帯主宛にお送り
します。

　問 産業建設課　産業係 ☎ 57-2117

周知

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。
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診療所からのお知らせ

　直近の診療日をご案内いたします。
　コロナウイルス感染症対策のため、来所の際
は自宅で体温を測っていただき、必ずマスクを
着用願います。
　発熱等の症状がある場合には来所しないで、
（家族も含む）まずお電話でご相談ください。
（57-2255）
○ 内科は毎週水曜日が一般外来休診日です。
　（検査・昭和ホーム回診・往診日、急患応相談）
○ 歯科は完全予約診療です。
　（急患応相談、事前にお電話ください。）
○ 土日祝日は休診です。
　（急患応相談、内科医師住宅 57-2374）
インフルエンザワクチン接種のため、11月 1日
（火）～ 15日（火）まで、内科診療の開始時刻
が 10:00となりますので、ご了承ください。
残薬をご確認の上、早めの受診をお願いします。

月日 内科　　　歯科 バス
11月２日（水） 検査日 ○

3日（木） 祝日 祝日 文化の日

4日（金） ○ ○ 大芦

7日（月） ○ ○ 下中津川

8日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

9日（水）検査日 ○

10日（木） ○ ○ 松山～野尻

11日（金） ○ ○ 大芦

14日（月） ○ ○ 下中津川

15日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

16日（水）検査日 ○

17日（木） ○ ○ 松山～野尻

18日（金） ○ ○ 大芦

21日（月） ○ ○ 下中津川

22日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

○ 内科 
　  午前  9:00～11:15(受付)  (11月1日(火)～15
　   日(火)まで診療開始が10:00からとなります。)
　  午後14:00～16:00(受付)
○ 歯科
　  午前9:00～11:30 / 午後13:30～16:00
　問 診療所 ☎  57-2255

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

周知昭和村物価高騰対応緊急助成金の
申請について

　原油価格や物価高騰に伴う電気やガスなどの
光熱費等の緊急支援として、住民税非課税世帯
のうち高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世
帯へ物価高騰対応緊急助成金（1世帯につき 7
千円）を給付いたします。
　なお、対象世帯には 10月に申請書を送付して
おりますので令和 4年 11月 22日（火）までに
申請書をご提出ください。
　また、対象世帯にも関わらず、申請書が届い
ていない場合や、ご不明な点等がございました
ら保健福祉課までお問い合わせください。

〇対象世帯：令和 4年 6月 1日現在において昭
和村に住民票があり、世帯員全員が令和４年度
住民税非課税の世帯（生活保護世帯を含む）で
あり、次の要件のいずれかを満たす世帯です。（た
だし、住民税が課税されている親族等に世帯員
全員が扶養されている世帯及び世帯員全員が施
設に入所されている世帯は対象外となります。）
（1）高齢者世帯　　世帯員全員が令和 4年 6月

1日において 65歳以上である世帯
（2）障がい者世帯　身体障害者手帳・療育手帳・

精神障害者保健福祉手帳を交付されている
方がいる世帯

（3）ひとり親世帯　18歳未満の児童を監護して
いる、配偶者のない父親又は母親とその児
童のみの世帯

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

周知
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▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

「昭和村老人休養ホームしらかば荘」指定管理者の募集について

下記のとおり、指定管理者の募集を行いますのでお知らせいたします。

【 施 設 名 】　昭和村老人休養ホームしらかば荘
【 指 定 管 理 期 間 】　令和 5年 4月 1日 (土 )～令和 8年 3月 31日 (火 )（3年間）
【募集要項の配布期間】　令和 4年 11月 1日 (火 )～ 11月 15日 (火 )

※ 執務時間中 (午前 8時 30分～午後 5時 15分 )に限る。
※ 土 ･日 ･祝祭日は除く。　　　　　　　　　　　　　　
※ 担当課にてお受け取りください。　　　　　　　　　

【説明会日時・会場】　令和 4年 11月 22日 (火 )　午後 4時～午後 5時
昭和村役場会議室
※ 参加希望の方は、事前に担当課へ電話で申し込んでください。
※ 説明会に参加されませんと申請はできません。

【募集申請受付期間】　令和 4年 11月 22日 (火 )～令和 4年 12月 16日 (金 )
※ 執務時間中 (午前 8時 30分～午後 5時 15分 )に限る。
※ 土 ･日 ･祝祭日は除く。　　　　　　　　　　　　　　
※ 電子メール、ファックスでの提出は認められません。

【 審 査 会 】　令和 5年 1月下旬（予定）
【申請者の資格要件】

(1) 地方自治法施行令第 167条の 4第 1項に規定する者に該当しない法人。
(2) 法人又はその代表者が、次に該当しないこと。
　ア　地方自治法施行令第 167条の 4第 2項の規定に該当するもの
　イ　地方自治法第 244条の 2第 11項の規定による指定の取消し資格要件を受けたことがあるもの
　ウ　本村における指定管理者の指定手続において、その公正な手続を妨げた者又は公正な価格
　　の成立を阻害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
　エ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に規定する暴力団
　　をいう。）及び暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団
　　の構成員でなくなった日から 5年を経過しない者の統制の下にある団体
　オ　税及び公共料金を滞納しているもの

　問 産業建設課 観光交流係 ☎ 57-2124 / メール kankou@showavill.jp

周知
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昭和村社会福祉協議会より

法律相談会開催のお知らせ

　昭和村社会福祉協議会では、令和 4年度第 2
回法律相談会を次の通り開催いたします。相談
を希望される方は事前にお申し込みください。
　なお、詳しくは、11月 16日発行の「こねっ
と！」12月号（裏面）をご覧ください。

＜法律相談会＞
日時：令和 4年 12月 7日（水）
　　　　午前 10時から正午まで（2時間）
相談会場：すみれ荘　保健相談室
司法書士：羽賀　吉男　先生（会津美里町）

＜申し込み締め切り日＞
　令和 4年 11月 29日（火）までに社会福祉協
議会へお申し込みください。
　なお、申し込み締め切り日までに、相談希望
者がお一人もいらっしゃらない場合は、「中止」
となりますのでご了承ください。

　問 昭和村社会福祉協議会 ☎  57-2655

相談
祝　只見線再開通

星賢孝氏講演会の開催について

　10月 10日に当村でも映画（霧幻鉄道）の上
映会が開催された今話題の只見線について、ま
た星賢孝さんの今までの活動についてや奥会津
の魅力についてなど、様々なお話しをしていた
だきますので、皆さま是非ご参加ください。
1．日時
　11月 12日（土）午後 1時 30分から
2．会場
　昭和村公民館　ホール
3．講師
　奥会津郷土写真家　星賢孝さん　
4．講演内容
　世界を魅了する只見線・奥会津　地域の宝で
活性化
5．参加費
　無料
6．申込
　開催日の前日までにお電話等でお申し込みく
ださい。
7．その他
　当日は会津西部巡回美術展を開催しています。
また、星賢孝さんが撮影した写真パネルも持参
していただきますので、そちらもあわせてご覧
ください。

　問 教育委員会 ☎  57-2114

イベ
ント

生誕 300年の「松夕」を紐解く
昭和学（地元学）講座（兼　文化
財講習会）の開催について

　今回から座学を３回行います。
　1回目は先日作品展が開催された「佐々木松夕」
について、発起人の小林政一氏と講師である菅
家博昭氏の対談形式で進めます。皆さま是非ご
参加ください。
1．日時
　11月 17日（木）午前 9時～ 11時まで
2．会場
　昭和村公民館
3．申込
開催日の前日までにお電話等でお申し込みくだ
さい。
4．その他
　オンラインでのライブ配信は行いません。

主催：昭和村文化財保護審議会・昭和村教育委員会
共催：からむし振興室

　問 教育委員会 ☎ 57-2114

イベ
ント
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らくごって何だろう？

芸術鑑賞会「わんぱく寄席」
の開催について

　落語についてわかりやすく解説した後に、ゆ
かいな話を実際に聞いて大笑いしましょう。小
中学生向けのやさしい落語ですが、大人でも十
分楽しめる内容です。皆さま是非ご参加くださ
い。
1．日時
　11月 9日（水）午前 10時 40分から 1時間
2．会場
　昭和村公民館　ホール 
3．出演者
　入船亭扇治さん　
4．内容
　第 1部　落語ってなんだろう？
　①落語の解説
　②ボクもワタシも落語家に変身！
　第 2部　わんぱく寄席で大笑い
　落語：「じゅげむ」などの有名なおはなしや、
愉快なキャラクターが登場するおはなし等
5．参加費
　無料
6．申込
　開催日の前日までにお電話等でお申し込みく
ださい。

　問 教育委員会 ☎  57-2114

イベ
ント

森林と湿原の関係について

「矢ノ原湿原」勉強会について

　湿原の成り立ちと、周辺の森林環境について
学びます。皆さま是非ご参加ください。（小雨決
行）
【日時】
　・第 6回目：11月 12日（土）
　　　　　　　午前 10時から正午まで
【集合場所】　矢ノ原湿原駐車場

【講師】　福島県植物研究会　二瓶重和さん

【内容】
　現地で様々な植物を観察し、森林・沼・湿
原の関係性についても学びます。初心者から
湿原の案内人レベルまで幅広い内容です。
　今回は北側の湿原も観察する予定ですが、天
候によっては内容を変更する場合があります。

【参加費】　無料

【持ち物】
　長靴等（ぬかるみを歩く可能性があります）

【申し込み】
　開催日の前日までに、お電話等でお申し込
みください。

　問 教育委員会 ☎ 57-2114

イベ
ント


